NTT グループの最新ソリューションマップ

ＮＴＴコミュニケーションズ

ネットワークサービスにおけるセキュリティソリューション

日々進化するセキュリティの脅威を
トータルに防御してリスクを最小化します
先進的で高信頼な世界有数のネットワークサービスを提供している NTT コミュニケーションズでは、
閉域 VPN サービス「Arcstar Universal One」のオプションサービス「セキュアインターネット接続機能（vUTM）
」や
「OCN vWAF サービス」
「
、OCN DDoS 対策サービス」などの企業向けセキュリティサービスを提供して、
日々進化するさまざまな脅威からお客さまのビジネスをより効果的に防御しています。

ら、お客さまのご利用環境に応じたセキュリティ対策を提

ネットワークサービスにおける
セキュリティソリューション

供し、トータルに防御することでビジネスリスクの最小化
を図っています。

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は、世界

図 1 は、NTT Com が企業向けに提供している「Arcstar

トップクラスの高速で安全なネットワークサービスを通じ

Universal One」や「OCN for Business」などのネットワ

てお客さまのネットワーク環境の高速化、高品質化をトー

ークサービスにおけるセキュリティソリューションの構成

タルに支援しています。中でも、日々進化するセキュリティ

図です。DDoS 攻撃などから Web サーバーやネットワーク

の脅威はお客さまのビジネスに多大な影響を及ぼすことか

を防御する対策、各拠点を集約した VPN からのインターネ
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◆ＮＴＴコミュニケーションズ／ネットワークセキュリティ

ット接続に対する対策、インターネットから拠点を守る対

UTM として、お客さまのネットワークを守るために必要な

策、PC をはじめとした端末へのウイルス侵入等を防ぐ対策

セキュリティ機能（ファイアウォール、IPS/IDS、アンチウ

など、
「サーバー」
、
「ネットワーク（VPN）
」
、
「拠点」、
「端末」

イルス、アンチスパイウェア、URL フィルタリング、アプ

といった防御する対象に適したサービスをラインナップ化

リケーション制御）が一括提供されるので、管理の手間とコ

しています。これらのサービスをセキュリティレベルやニ

ストを大幅に削減できます。

ーズに応じて組み合わせることにより「多層防御」を実現し、

◆手間のかからない簡単設定：NTT Com によるデフォルト

さまざまな脅威からお客さまの ICT 環境とビジネスをより

のセキュリティポリシーを提供。
「NTT コミュニケーション

効果的に防御しています。

ズ ビジネスポータル」から vUTM を ON にすることで、す

最大 1Gbps でインターネット接続が可能な
「Arcstar Universal One」オプションサービス
『セキュアインターネット接続機能（vUTM）
』
NTT Com が提供している「Arcstar Universal One」は、

ぐにセキュリティ機能を利用できます。面倒な UTM の設定
稼働を大幅に軽減し、お客さま自身で設定のカスタマイズ
も行えます。
◆オンデマンド利用：
「NTT コミュニケーションズ ビジネ
スポータル」からのお申し込みで、短時間で開通することが

安心・安全な ICT 基盤の閉域 VPN サービスとして世界 190

できます。従来のサービスと比較して 90％以上の納期短縮

以上の国／地域で利用されています。NTT Com では、お客

（NTT Com 調べ）を実現し、セキュリティポリシーの変更

さまのビジネスにあわせたネットワークが構築できるよう、

は 24 時間自由に行うことができます。お客さまが設備を持

「Arcstar Universal One」に豊富なオプションサービスを

つことなく、スピーディなセキュリティ対策を実現できま

用意しています。セキュリティ対策においては、「Arcstar

す。

Universal One」を利用しているお客さまが、対策用に自前

◆高信頼バックボーンに直結：インターネットゲートウェ

で設備を構築・運用することなく手軽に安価に安心してイ

イ部分は、最大 1Gbps で OCN バックボーンに直結。インタ

ンターネットを利用できるよう、
「アドバンストオプション

ーネットを活用したクラウドサービスのご利用に最適です。

（仮想アプライアンスタイプ）セキュアインターネットゲー

このような特長により、セキュリティの専門スキルは不

トウェイ」、「インターネット接続機
能 セキュリティオプション
（IWSaaS タイプ／ VBBS タイプ）
」
、
そして 2016 年 10 月には『セキュ

高信頼なインターネット接続と各種セキュリティ機能を
クラウド化してセットで提供
運用負荷軽減
簡易に設定を行いたい
FWのカスタマイズが必要

アインターネット接続機能
（vUTM）
』の提供を開始しました。
インターネット

『セキュアインターネット接続機
能（vUTM）
』は、インターネット接
続

と U T M（U n i f i e d T h r e a t
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提供可能な各種セキュリティ機能を
クラウド化してセットで提供するイ
ンターネット向けセキュリティオプ
ションサービスです。次のような特
長により、セキュアなインターネッ

ファイアウォール、有害サイト対策、
Webウイルス対策、
メールウイルス対策、
IDS
（不正侵入検知）
、IPS
（不正侵入防御）

FW

Arcstar Universal One

point
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point
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NTTComが推奨するUTM設定を
ワンクリックで導入完了
カスタマイズも可能
申込・設定変更をポータルにて
オンデマンドで実現
クラウド型サービスで
機器の資産管理・運用不要

ト接続を可能にします。
◆ 基 本 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 包 含：
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図 2 「セキュアインターネット接続機能（vUTM）」のサービス提供イメージ
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要、かつ迅速にセキュリティ対策を実施し、ストレスフリ

も Web サーバーのダウンを狙った Slow DoS 攻撃も防御し

ーでインターネットに接続しクラウドサービスを利用する

ます。ネットワーク回線への攻撃を防御する NTT Com の

ことを可能とします。

「OCN DDoS 対策サービス」と併せて利用することで、より

Web サイト上のアプリケーションに特化した
ファイアウォール（WAF）を SaaS 型で提供する
『OCN vWAF サービス』
NTT Com が提供している「OCN for Business」は、国

セキュアな Web サイト運営が可能になります。
◆お客さまのネットワーク構成を変更せずに簡単導入：お
客さまが運営している Web サーバーを停止することなく、
DNS の設定を変更するだけで簡単に利用することができま
す。また、SaaS 型なので、お客さまによる機器の資産管理

内最大級の IP バックボーンに支えられた高速かつ高品質の

や運用が不要です。

企業向け OCN サービスです。NTT Com では、企業向け

◆管理ポータル機能：専用のポータルサイトから、お客さ

OCN サービスにおいても、お客さまのビジネス環境に適し

まが運営している Web サイトや Web アプリケーションのセ

たセキュリティ対策をオプションサービスとして用意してい

キュリティポリシーを個別に設定できます。また、Web サ

ます。2016 年 9 月には、サイバー攻撃などの不正なアクセ

イトへの不正アクセス数や、攻撃の種類などを一覧で把握で

スからお客さまの Web サーバーを守る SaaS 型セキュリテ

きる、豊富なレポート機能も利用できます。

ィサービス『OCN vWAF サービス』の提供を開始しました。
『OCN vWAF サービス』は、
「スーパー OCN」または「OCN
ハウジング用接続サービス」を利用されているお客さまを
対象に、最新の脆弱性対策を備えたセキュリティエンジン
を通じて Web サイトの脆弱性を標的としたアプリケーショ
ン攻撃や Web サイトへの DDoS 攻撃などへの対策を一元的
に提供する SaaS 型セキュリティサービスで、次のような特

提供メニューは、利用帯域に応じた 3 種類の「基本サー
ビス」と豊富な「オプションサービス」から選択すること
ができます。

DDoS 攻撃からサーバーやネットワーク機器を守る
『OCN DDoS 対策サービス』
DDoS 攻撃は、インターネット上の複数のコンピュータ

長を持ちます。

から、標的となるサーバーやネットワークに対して一斉に

◆脆弱性攻撃やボットなどへの多層防御機能を低価格で導

大量の通信を行い、通信帯域やサーバーの処理能力を超え

入可能：クロスサイト・スクリプティングや SQL インジェ

る負荷を与えることでサービスを利用不能にするサイバー

クションなどの脆弱性攻撃やボットな
ど へ の 多 層 防 御 機 能 を 装 備。月 額
137,160 円（税込）からの低価格で利
用できます。
◆脅威検知から防御までを完全自動
化：Deep Learning 技術を活用したセ
キュリティエンジンにより、Web アプ
リケーションの 10 大セキュリティリ
スク（OWASP Top 10）を含めた既
知の攻撃パターンや、今後予測される
脅威に対しても高速かつ高精度な対処
を完全自動で実行します。
◆ DDoS 対 策 機 能：Web サ イ ト と

SaaS型Webアプリケーションファイアウォールで
Webサーバーへの脅威を一元的に防御
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Web アプリケーションへの DDoS 攻
撃を緩和させ、ネットワーク回線より
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図 3 「OCN vWAF サービス」のサービス提供イメージ
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◆ＮＴＴコミュニケーションズ／ネットワークセキュリティ

攻撃の 1 つの手法です。正常な通信
と不正な通信の見分けが付きにくく、

DDoS攻撃をOCN網内で検知・防御。お客さま環境への負荷を軽減
DDos
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図 4 「OCN DDoS 対策サービス」のサービス提供イメージ

OCN サービスのオプションサービス

です。不正なトラフィックを緩和する DDoS 緩和機能と指
定された対象通信を破棄するパケットフィルタリング機能
を備えた「DDoS 防御オプション」と、パケットフィルタ

セキュリティの脅威をさまざまな角度から防御

リング機能のみを利用できる「DDoS フィルタリングオプ

NTT Com では、ネットワークサービスにおけるセキュリ

ション」の 2 つのメニューからニーズに合わせて選択する

ティソリューションの他にも、企業のお客さまのセキュリテ

ことができます。

ィ対策を総合的に実現するマネージドセキュリティサービス

本サービスに必要な DDoS 対策装置は NTT Com で設置・

「WideAngle」や、企業向けクラウドサービス「Enterprise

運用されているので、お客さまの投資コストやオペレーショ

Cloud」を利用されているお客さま向けの各種セキュリティ

ンコストを低減することが可能です。また、OCN 網からお客

サービスなどの企業向けセキュリティサービスを提供してい

さまの機器をつなぐ接続回線のトラフィックを軽減するとと

ます。これらのサービスと連携することで、日々進化するセ

もに、お客さま機器への負荷も軽減することができます。

キュリティの脅威をさまざまな角度から防御していきます。

ＮＴＴコミュニケーションズ

ネットワークサービス部

【左から】オープンネットワークサービス部門

担当課長 岡本 鉱平、主査 市原 孝浩
クローズドネットワークサービス部門
主査 澤田 祐紀、担当課長 矢原 大司

お問い合わせ先

クラウドサービスの拡大に伴いインターネットを介したデ
ータ通信のニーズが高まっています。しかし、多くの企業で
は、ウイルス対策ソフトやファイアウォールから先のセキ
ュリティ対策に悩んでいます。また、
サイバー攻撃の対象は、
官公庁から民間企業、金融業界や EC サイトなど幅広い業
種に拡大し、企業のお客さまがサイバー攻撃を受ける可能
性は日々高まっています。NTT Comでは、守りたい対象に
適したセキュリティサービスのラインナップ化を図り、期間
や価格を踏まえたお客さまのビジネスをトータルに防御す
るセキュリティ対策を提供しています。

NTT コミュニケーションズ株式会社 ネットワークサービス部
E-mail：ns-info@ntt.com
http://www.ntt.com/vpn/
http://www.ntt.com/ocn-business/security/
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※ http://www.bcm.co.jp/ でも閲覧できます。

9

